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一年を振り返つて

世話人代表 矢野嘉―

早いもので、苫小牧縄文会を立ち上げて一年がたちまし

た。会員の方々も、予想していたよりも多数集まつていただ

き、会として思つていた以上の活動ができ、感謝しています。

苫小牧縄文会の活動の基本は、縄文時代の文化や思想を

九り、その思いを現在の私たちの日常生活の糧として取り入

れ、『心の豊かさ』や『幸せ』とはなにか、そして今の私達の

日々 のお しの中で忘れかけている『大切な何か』を探して

生きたいという思いです。又私たちの『かけがえのない文化

遭産』である『静川鋼 を多くの市民の方に、認知していた

だき、縄文時代や縄文の息吹を肌で感じて『心の文化』を育

んでいきたいと思つています。手探りで始まつた苫J雌
会ですが、会員の皆さんの心温まる応援をいただきながら、
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この一年間で、講演会、見学会、勉強会、懇親会等を実施し

てきました。会員の皆さんの会に対する思いも、アンケート

で伺つたご意見の中の色々なキーワード(縄文、静川飢

考古祟 勅 喜び、人間、自然、環境、平和、文4L思想、)

から感じ取る事ができます。まだ、すべてを満足していただ

けていないと思つていますが、『愛いつぱいの―万年ロマ

/』を感じる会ですので、息の長い取り組みをしたいと思つて

います。色々な事業を展開するにあたり、多くの人々にご協

力をいただきました。苫小牧市教育委員会、苫小牧市博物

館、い 苫東、報道関係各社、そして世話人の無理なお願い

にも、侭 ご協力をいただいた個人、商店、企業の方々,本

当に有難うございました。特に、苫J― 主任学芸員

赤石慎三さん、伊達市噴火湾文化研究所所長、大島直行さ

んには、多くのご尽力を頂き心より感謝申し上げます。新し

い年度に入り、これからも会員と刊自こ楽K、 意義のある活

動を展開していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願

いします。
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縄文会第一回総会 H17年 4月 16日

がんばれ縄文会
伊達市噴火湾文化研究所 所長 大島 直行

苫小牧縄文会が設立され、1周年を迎えました。この間、

会の運営に尽力された役員の皆さんは勿論、講演会や遺跡

見学会に足を運ばれるなど、会を盛り上げてきた会員の皆

さんに、rb■り敬意を表します。さて、苫小牧縄文会の柱は、

何といつても『静川馴 です。会の結成前、私はこの全国的

にも稀な縄文の祭祀遺跡が、苫小牧の市民の皆さんから、

まつたく忘れられた存在になつている事を知り、愕然といた

しました。おそらく苫小牧の皆さんに、静川遺跡が忘れ去ら

れた原因は、『苫刺 という巨大な技術力と比べられてしまい、

現代の技術力に比べれば、縄文など取るに足りない文化だ

というレッテルを張られてしまつたからだと思います。ところ

が今、縄文の精神文化lこ光が当てられています。梅原猛氏

や中― 氏、安田喜憲氏など哲学者や宗教学者が盛んに

縄文の精神性について、大きな評価を下しています。そして

最近では、あの数学者の藤原正彦氏も『国家の品格』という

本の中で、縄皮の精神が、日本人の精神性の源である事を

指摘しています。自然との共生を果たしてきた縄文の思想

は、これからの私たちが、この地球で生きてゆくうえでの重

要な指針となるものなのです。静川遺跡は、縄文人の精神

文化を学ぶためには格好の遺跡です。このことを多くの市民

が知るべきで、特に子供たちには、その事を教えなければ



なりません。静川遺跡は、苫小牧市民にとっては、かけがえ

のない文化の―つなのです。苫小牧縄文会の皆さんの活躍

によつて、このことが達成されますよう、れ ずにはいられま

せん。縄文会のますますの発展を祈ります。
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総会後の大島先生の講演会 H17年 4月 16日

新 連 載 企 画 始 ま る
この会は縄文時代に焦点を当てた活動をしていますが、

縄文以前はどうなつていたのか、縄文以後はどうか、という

疑間を赤石氏にぶつけたところから、この連載企画が生ま

れました。苫小牧及び周辺地域には、旧石器時代からアイヌ

時代ま硼 以上の遺跡が発掘されているそうです。時代時

代の主な遭跡を解説していただくことにより、この地域の、文

字にお ない人間の歴史の大枠をつかむ事と、考古学用語

に慣れていただく事がこの連載の狙いです。それではお待

たせしました、赤石氏の登場です。

苫小牧の遺跡-1  ～旧石器時代～
苫J輪 立博物館主任学芸員 赤石 慣ニ

苫小牧地方に、いつ頃からヒトがお 麟 めたのだろうか。

今から2万年～1万数千年ほど前の石器類が、美沢1・ 3日 10

遺跡や静川5・ 14遺跡から見つかつている。土器発明以前の

現 2万年前といえば、最終氷河期の中でもつとも寒かつた

時期で、現在より7～8℃も低く、海水面は低下し、北海道は

サハリンを通じて大陸と陸続きであつた。この陸橋を通つて、

旧石器人か糊編自こ渡り、遺跡を残したと考えられる。美沢

1日 3日 10遺跡は、新千歳空港建設関連、静川5口 14遺跡は、

苫東基地内の遺跡である。両者は、地理的に離れているだ

けでなく、内容にも違いが見られた。美沢では石のかけらが

多く、石器は、美沢1遺跡の尖頭器と掻器の2点のみ、一方

静川では、彫器や細石刃核という美沢とは異なる石器が見

つかつている。美沢では、年代測定により1万7千～1万8千

年前、静川では、従来の見解を取り1万2千年ほど前と考え

られていた。ところが千歳市柏台1遺跡で、この年代差を覆

す新発見があつた。美沢と静川の石器類が共存し、しかも2

万年ほど前のものという。新発見により、従来の見解が見直

しを迫られる瞬間である。この様に考古学は、危うい側面を

持つている。反面、それまでなぞとされていた歴史の間に光

を当てるのも― tSある。今後、苫小牧の遺跡を紹介する

中で、考古学するドキドキ感を伝えることができればと考え

ています。
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喪顧艤ま纏など先端がとが中で燎ゝ儀儀聰

畿 纂:寵など審機議量る薦織彎警持つもの

難 艤I曇嬢峨藤鸞讐馨鸞審鶴惨亀義
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取膊臨の機ア

静川遺跡の上で説明する赤石氏 H17年 6月 26日

アンケート調査の結果報告
1月 21日の講演会の会場でアンケートを実施したところ、

会員、非会員合わせて64名の方々にご協力を頂きました。

紙面をお借りして御礼申し上lftす。

まず非会則 2名の回答から見てみます。

設間1 講演会を何で知りましたか

新聞 52%チラシ24%ポスター17%会員の勧め 7%

設間2苫′]J関電文会を知つていますか

知つている 67% 知らない 33%

設問3静川遭跡を知つていますか

知つている 71% 知らない 29%
設間4縄文遺跡鯛押りに興味がありますか

ある 100%

設間1を見ると、やはリマスコミに取り上げられる事は、広

報としては不可欠の要件ですし、会で作つたポスターやチラ

シも、4割の方の目に留まつているということで、有効性が実

証されたようです。注目すべきは、項目にはなかつたのです
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が、会員の勧めで知つた方が3名おられました。これから

徐々にでしょう力く、このロコミの威カカ晴詢していけば、有

効な手段に育ちうるのではと思います。設間2と3では、縄文

に興味のある方が 1∞%の中で、縄皮会と静川遺跡を知ら

ない方が、細 割という数字が出ました。この相関関係を良く

解釈すれば、縄皮会のPRをすれば静川遺跡の認知度も高

まるのではと思います。逆もまた然りです。
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テーマと内容が違う、若しくは誤解させるようなテーマの書

き方だとの指摘だと思いますが、この点に関しては、会の反

省会の議題にもなりました。今までは、世話人自体も講師の

方が決めた演題を、そのまま外部に広報するだけで、内容

は当日でないとわかりませんでした。手弁当で来ていただく

講師に対ほ 遠慮もあつたし 専Fヨ家と場 合わせするほど

の知識もありませんから、当日間けばよいと思つていました。

これからは、なるべぐ報打に内容を把握して広報は うという

事に決まりました。  最後に

文巫 ヒ、翻々 の生i喬と機つながりが、最近に感じられまし

た。昨輪 悔麗か構事に参加精 ていただ誡 した。より興

味雛 ましたが、毎ImEl無料なので少 I々か警じ伽 てむヽま

す。でき康晩 ら1御一考を、お願いします。

有料の講演会で資金集めは、この会の理想です。まだまだ

ですが、できればこの方も会員になつていただき、会費をい

ただければと思うのですが。

次に、会員の方々に次年度の活動に対し、ご意見を求めた

ところ、22名の方に書いていただきました。紙面の許す限り

掲戯します。お名前1灯ニシャルで表示します。

E.Aさん

近郊で実際に発掘中の遺跡があれば、その見学会又は発

掘参加でも良いのではありませんか。

M口 Kさん

これまでの活動の延長でよいと思う。思い切つて一泊で三内

丸山見学あるいは、道南の呻 したいものです。博物

館の発掘品の、復元作業の体験陰も良いと思う。

M.Lさん

今日の講演の中で、遺跡の保護活用について、苫小牧の博

憾 の地下に眠る土器群の活用を、もう少暁 えたほうが良

いと思う。静川iLMO活用についても、知恵を出し舗 必要

を感じた。4-の 交流、バス

…

F満毛実施し

てほLい。

博物館出前講座で説明する赤石氏 H17年 9月 3日

非会員の方に、講演会の感想をお願いしたところ、多数の

方に書いていただきました。全部は紹介できませんが、編

集のほうで選定したものを掲載します。

文化財の意味、そして活爾、保存等々基本的なととを読鴫

してひただき良かつたです。仲FE5警沢山増やしたいです。

有り難うございます。ロコミでお仲間をどんどん増やしてくだ

さい、よるしくお風 しヽます。

文化財等言葉|まよく耳にしますが、今自のお議が、わかりや

すい説明だつたので、文{じとしヽうことが最近;通感じられ篠懸

た。静jli遺跡が、いかに重要で賞の高い遺跡であい と酷ヽ曇

通と1簸、驚きました。世話人の方(ま、高饉みせず、地道な減

動で市民の管様へ儀え、活馬の選を糠してください。

これで静川の大津さを認閣された方が、一人増えました。是

非この会で■緒に活動していただければと、思います。

講
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テーマで轟る『縄文の魅力』で、経文の議が聞:すると襄しみ

に来たが、行政の議が多くてがつかりした。縄文会の人|ま藤

bζ のヽだ毛う。テーマが大きすぎてわからなしヽから聞きに来

たが、もつとテーマを醸いてほbbゝ。ただの人集めでままなしゝ

か、博物館織論だと恩つた。

だいぶご立腹のようですが、もう一人の方も。

短時間なので問題lまあ為かと思いますが、骨―マ(購演の内

額をもつと具体的に書もヽて≪ださい。:蝙』に関してのあの

講演なのか、『縄文文化ぶこ関機て切り込んだ講濃なのか、

『博物館論麟な翁か。
北黄金貝塚にて H17年 10月 29日



K.Tさん

継続は力なり、細0まお願いします。

S.Mさん

苫小牧地方の縄文文化について、他蠅煽性の交流がどの様

なものだつたのかなど、苫小牧を来 知りたい。全国、全道

の縄文についての、新しい情報を知りたい。

K.Kさん

現地視療をもう少U噌やしていただきたい。できれば、周辺

遺跡発掘の報告書又は文書等を、斡旋していただきたし、

M口 lさん

棘 静川遺跡指定20周年になるそうです。博物館に協力

して、行事の計画をしてはどうでしょうか。たとえば、現地説

明会等を針リンシ アt・l博物館特別展にあわせて彿 事な

どです。

K.Kさん

未来を担う小中高校生が参加できるような、スライド、ビデ

オ上映会などを行い、縄文、苫′限 にもつと興味を持つて

もらえればと思います。

縄文のタベ  H17年 12月 10日

S.Kさん

自然の中で共生してきた時代を日現瞑 期 欧食事等の体

験を企画しては如何(子供たちを含めて)

0.Mさん

縄文文化、縄皮人について色々な角度から見てみたい。つ

まり、気候の専門家に縄文時代はどうであつたか、他にも思

想的側面、宗教的側固、植生的側面等々それぞれの専門家

に聞いてみたい。

K.Tさん

静川遺跡の実物を見て見たい。できる限り道内の遺跡を見

てみたい。

K.Nさん

道内は勿論、他県の追跡現学会を積極的に開催していただ

きたい。

特別講演会講師 岡田康博氏 H18年 1月 21日

M.Hさん

他のiLMO見学会など

T口 Rさん

静川遺跡についての情報晩幅を肥 て、苫小牧地域全体の

文化的向上を、図られたい。              _
M口 Yさん                   (
縄文時代、その内容などわかつていることを勉強したしヽ

M.Tさん

一人‐ 多くの人が、縄文会に参加されて、地域資産を知つ

ていただきたいと思います。

A.Tさん

…

ヽ 縫 ヽ 雌 ヽ

T.Sさん

楽Kお勉強していきたいと思います。

K.Nさん

静州遺跡の勉強会

S.Tさん

講演会を多く企画してほしい。遺跡の嗜療も多いと励みにな⌒

ります。今回は青森の三内丸山を取り上げましたが、道内の

他の地域にも日を向け、縄皮期の流れもグロー′ウレに教え

てほLtヽ。ビデオ上映など企画してほしい。

編集後記

会発足以来、あつという間の一年だつたと思います。こ

の特集号を組むに当たり、大島先生や赤石主任学芸員

に、原稿を依頼したところ快くお引き受けいただき、お

かげさまで充実した紙面作りができました。感謝です。

赤石さんには、引き続き連載ということで、これからも

よろしくお願いします。

会報編集委員会   清野、吉中、イリ||


